
別紙１

【群馬労働局】

受理番号 許可番号 事業所名 所在地 ＨＰアドレス 主な取扱職種

10-派-2 派13-080040 リス㈱ 東京都新宿区西新宿2-4-1 25F http://www.shigotonavi.co.jp 営業、技術、メディカル系　他

10-派-5 派13-150044 戦力エージェント(株) 東京都新宿区新宿1-4-11　御苑1丁目ビル http://www.jin-kai.co.jp/ 製造業　他

10-派-8 派14-150048 日総工産(株) 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 http://www.nisso.co.jp 製造業中心

10-派-9 派13-304674 (株)パソナ 東京都千代田区丸の内1-5-1 http://www.pasona.co.jp
オフィスワーク系、コールセンター系、ＩＴ
系、営業・マーケティング系、販売・サー
ビス系　等

10-派-11 派13-010531 アデコ(株) 東京都港区南青山1-15-9　第45興和ﾋﾞﾙ http://www.adecco.co.jp/
オフィスワーク系、コールセンター系、ＩＴ
系、営業・マーケティング系、販売・サー
ビス系　等

10-派-14 派14-010203 (株)ツクイ
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1　ゆめおおおかオフィ
スタワー16階

http://www.tsukui-staff.net
介護福祉士、ホームヘルパー、
ケアマネジャー、看護師、
ＰＴ、ＯＴ　等

10-派-16 派13-010538 ランスタッド(株) 群馬県高崎市下之城町179-6　サンハピネスビル１Ｆ http://www.randstad.co.jp
事務・オフィスワーク、営業、販売・
接客、ＩＴ・技術・クリエイティブ、
介護・病院関連職、販促系、イベント系、

10-派-19 派13-050206 (株)シグマテック　前橋事業所 東京都品川区上大崎2-25-2　新目黒東急ビル6階 http://www.sigma-tec.co.jp/ 製造業中心

10-派-21 派14-010001 マンパワーグループ(株)
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ36
階

http://www.manpowergroup.jp/ 事務系、販売系、営業系

10-派-25 派23-301276 ディーピーティー(株) 愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号　ｾﾝﾄﾗｲｽﾞ栄8F http://www.dpt-inc.co.jp/ 製造業　等

10-派-26 派13-080490 (株)セントメディア 東京都新宿区新宿3丁目1番24号　京王新宿3丁目ﾋﾞﾙ3F http://www.saintmedia.co.jp/
コールセンター、事務、接客販売、営業
等

10-派-27 派14-300049 (株)リンカン・スタッフサービス 神奈川県大和市中央2-2-8　ケントウハウスビル4F http://www.rinkan-staff.co.jp 製造・物流業・事務職

10-派-29 派23-301331 Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ(株) 愛知県名古屋市中区新栄1丁目7番7号　RTｾﾝﾀｰｽﾃｰｼﾞﾋﾞﾙ4F http://www.man-to-man-g.com
製造業務、一般事務、営業事務、貿易事
務、接客販売、サービス業務

10-派-31 派13-010733 (株)フルキャスト 東京都品川区西五反田8-9-5　ポーラ第3五反田ビル http://www.fullcast.co.jp/fullcast/
倉庫内業務、搬入出業務、工場内業務、
検品業務、引越・移転業務、清掃業務、
販売、一般事務　等

10-派-33 派13-305001 ＷＤＢ(株) 東京都千代田区丸の内2-3-2　郵船ビルディング２Ｆ http://www.wdb.com 研究開発、理系専門職、技術職　等

10-派-36 派10-300105 (株)ポス 群馬県太田市粕川町21番地12 http://www.e-pos.jp/ 製造業　等

10-派-40 派13-303499 (株)夢真ホールディングス 東京都文京区大塚3-11-6　大塚3丁目ビル4階 http://www.yumeshin.co.jp 建設・土木技術者

10-派-41 派10-010025 中央キャリアネット(株) 群馬県前橋市古市町360-2 http://www.c-c-nt.com/ 事務、製造、専門職　他
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10-派-44 派40-010311 (株)ワールドインテック 福岡研北九州市小倉北区馬借1-3-9　ｸｴｽﾄ第2ﾋﾞﾙ4F http://www.witc.co.jp 製造、技術、研究、販売　等

10-派-46 派13-300342
日本マニュファクチャリングサービス
(株)

東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティタワー11階 http://www.n-ms.co.jp/
設計・開発などの専門、技術的なエンジ
ニア、工場での事務職　等

10-派-48 派13-010563 (株)リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座8-4-17　ﾘｸﾙｰﾄGINZA8ﾋﾞﾙ10階 http://www.r-staffing.co.jp/sol/op10/sd01/ 事務、営業、販売、他

10-派-50 派13-304798 (株)インテリジェンス 東京都千代田区丸の内2-4-1　丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ27F・28F http://www.inte.co.jp/
開発エンジニア（Ｗｅｂ系アプリ、制御、Ｄ
Ｂ）、インフラエンジニア（ネットワーク）、
テクニカルサポート、ＩＴ系営業等

10-派-51 派12-300133 (株)ライズ 千葉県松戸市松戸1307-1　松戸ビル7階 http://www.rise-jms.jp/
施工管理、設計、積算、
調査・検査、ＣＡＤオペレーター　等

10-派-54 派13-060060 日研総業(株) 東京都大田区西蒲田7-23-3　日研第一ﾋﾞﾙ http://www.nikken-sogyo.co.jp/
自動車、半導体、電気、機械、食品、住
宅等の業種で製造オペレーター、設計開
発、検査、組立、事務、営業、施工管理

10-派-56 派13-305171 エムスリーキャリア(株) 東京都港区芝公園2-11-1　住友不動産芝公園タワー21F http://www.m3career.com/ 薬剤師

10-派-58 派10-020010 (株)アスカ 群馬県高崎市問屋町2-7-8　商工会議所会館4F http://www.asuka-hu.co.jp/ 保育士、幼稚園教諭、調理師　他

10-派-60 特13-309985 (株)トラスト・テック 東京都港区新橋6-1-11　Daiwa御成門ビル7F http://www.trust-tech.jp
機械・電気・電子・化学・情報・他
各分野における技術職

10-派-63 派09-010018 (株)スマイルスタッフ 栃木県宇都宮市元今泉6-4-3 http://www.smilestaff.co.jp/ 製造、事務、専門職　他

10-派-65 派17-010017 (株)キャリアシステム 大阪府大阪市北区小松原2-4　大阪富国生命ビル http://www.career-system.net
土木・建築・設備・プラント施工管理技術
者

10-派-67 派10-300262 (株)ＣＳテクノ 群馬県前橋市古市町210-3 http://www.cs-techno.co.jp/
ＩＴエンジニア、設計・ＣＡＤ、ネットワーク
関係　他

10-派-71 派10-010014 (株)セントラルサービス 群馬県前橋市古市町210-3 http://www.central-s.co.jp 製造、事務、販売、他

10-派-73 派27-301447 アドバンテック(株) 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番36号 http://www.advan-t.com
研究職・エンジニアの専門的・技術的職
業、事務的職業　等

10-派-75 派13-300749 (株)アウトソーシングテクノロジー
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号　丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ本館5
階

http://www.ostechnology.co.jp/
機械系エンジニア、
電気・電子系エンジニア、
ＩＴ系エンジニア

10-派-76 派13-304737 (株)ＯＫＩプロサーブ 東京都港区芝浦4-11-22 http://www.oki-ops.jp/ 事務、営業、製造　他

10-派-77 派13-011193 (株)パソナマーケティング 大阪府大阪市中央区淡路町4-2-15 www.pasona-marketing.co.jp 営業系、販売接客系

10-派-81 派04-010080 東洋ワーク(株) 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目7-18　白峰広瀬通ﾋﾞﾙ5F http://www.toyowork.co.jp/
管理部門・企画系、ＩＴ・通信、製造系、金
融・コンサルティング、不動産・建設、電
気・電子・機械、物流　等
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10-派-82 特-10-300172 オーディエス(株) 群馬県太田市飯田町1278　大沢建設第5ビル4F http://www.ods-inc.co.jp
システム開発、回路設計、半導体ＬＳＩな
ど

10-派-84 派13-011061 (株)スタッフサービス 東京都千代田区大手町1-1-3　大手ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ http://www.staffservice.co.jp/
オフィスワーク、IT・システム、介護・看
護・医療、設計・開発

10-派-90 派10-020017 サンヴァーテックス(株) 群馬県高崎市岩押町1-15 http://www.sunvertex.co.jp
事務、生産管理、組立、加工、ＳＥ、通
訳、販売、営業

10-派-93 派27-010226 パナソニック エクセルスタッフ（株） 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号TWIN21MIDタワー2階 http://panasonic.co.jp/excelstaff/ ＯＡ、事務、通訳、ＳＥ、販売、営業

10-派-96 派13-010442 （株）ヒューマントラスト 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 http://www.humantrust.co.jp
事務、経理、企画、データ入力、営業、販
売、サービス

10-派-100 派10-030005 (株)ミツバアビリティ 群馬県桐生市巴町2丁目1890-18 www.abi.co.jp
事務、翻訳、通訳、ＣＡＤ/CATIAオペ、金
型設計、機械設計、部品組立、梱包、出
荷

10-派-104 派13-080693 (株)テクノ・サービス 東京都千代田区大手町1-1-3大手センタービル19階 http://www.hatarakunavi.net/ 製造、組立、加工検査、梱包、運搬

10-派-106 派11-030047 アシマ(株) 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目3番地1 http://www.e-asima.com/
ＩＴエンジニア等専門的・技術的職業、事
務的職業、営業

10-派-108 派10-300292 ＭＹＫ　ＳＨＯＷＡ(株) 群馬県太田市飯塚町1621大沢建設第6ビル1F http://www.showa-workwaku.co.jp 製造、物流、サービス、介護等

10-派-111 派14-300304 (株)東洋システムサイエンス 神奈川県横浜市西区高島2-10-13横浜東口ビル http://www.dieti.biz/ 管理栄養士、栄養士、調理師

10-派-113 派13-300827 キャリアロード(株) 東京都港区芝3-3-15芝MONTビル２階 http://www.careerroad.co.jp
物流系軽作業、営業、オフィスワーク、
サービス、エンジニア、添乗員等

10-派-114 特13-302881 (株)デザインネットワーク 東京都千代田区神田小川町3-8-5駿河台ヤギビル4階 http://www.desibn-network.co.jp/
機械設計、電気電子設計、ソフトウエア
設計

10-派-115 派14-301172 （株）ツクイスタッフ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 http://www.tsukui-staff.net/
介護福祉士、ホームヘルパー、
ケアマネジャー、看護師、
ＰＴ、ＯＴ　等

10-派-120 派10-010035 ケービックス㈱ 群馬県前橋市問屋町1-3-1 http://kbix.co.jp 全職種

10-派-128 派14-301431 C4株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15　パレアナビル6F https://sekokan-navi.jp/ 建設技術者

10-派-130 派10-300370 有限会社コスモス 群馬県前橋市川曲町1-1 https://aistaff.net/
看護師、理学・作業療法士、介護職、医
療事務、調理師

10-派-132 派27-029007 株式会社ニッソーネット 大阪府大阪市芝田町1丁目4番14号　芝田町ビル http://kaigobatake.jp/ 介護士、看護助手　他


